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高電圧パルスによる微生物制御

佐藤正 之

群馬大学大学院工学研究科環境プロセス工学専攻

Biotechnological Applications of High Vo1tage Pulse 

Masayuki SATO 

Department ofChemical and Environmental Engineering， Gunma University 

Tenjin， Kiryu， Gunma 376-8515，Japan 

Electrical breakdown or disruption of a biological membrane by high-voltage pulsed electric field 

(PEF) is well understood to occur by electromechanical compression， which results in the formation of 

transmembrane pores. If the total area of the induced pores becomes unfavorably large， the membrane 

is no longer able to repair these perturbations (irreversible disruption)， and that results in sterilization. 

A preliminary research work for PEF inactivation of microorganisms was reported about 40 years ago. 

Recently many reports are published on the biotechnological applications of PEF including sterilization 

of some kinds of microorganisms in liquid foods. We investigated effective sterilization by using fast 

rising high voltage pulse with changing design parameters of the reactor and operating conditions.τne 

treatment temperature or growth temperature， and the shape of the reactor were found to have a great 

effect on PEF sterilization. To raise the energy efficiency for PEF sterilization to minimize consumed 

electrical energy， we proposed concentration of electric field by using spiral wire electrode reactor. 

We also proposed the textile electrode system for improvement of energy efficiency.τnePEF田induced

reversible disruption could be utilized for the selective release of intracellular proteins from yeast 

and certain gene-engineered Escherichia coli. The secretion of periplasmic protein from E. coli was 

achieved during cultivation. In the present papeにsomebiotechnological applications of high-voltage 

pulsed electric field are reviewed. 

Keywords: pulsed electric field， PEF， high voltage pulse， bacteria sterilization， biotechnological effect 

1.はじめに

高電圧パルスの食品工学への応用はさほど古い話で

はない.1990年以前には ほんの数えるほどの研究報

告があ っただけである. 1990年代半ばから論文が増え

始めた [1-3). これは，米国で軍から豊富な研究費が配

分されたためと聞く. ドイツはそれ以前から行ってい

たようであるが，報告としては多くない 2000年代に

入って，ヨーロッパを始め，アジア各国でも研究グルー

プが増加して今日に至っている. 主 目的は，食品の非

加熱殺菌にある

日本では，水野，佐藤らが 1980年代後半に研究をス

(受付2007年 11月20日，受理 2007年 11月29日)
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ター卜した [4，51.様々な因子についての検討を重ね，

およその傾向は掴んでいる [6-12).パルス 電界の応用

として，殺菌のみならず，菌体からのタンパク質の選

択的放出や [13-15)，不活化したタンパク 質の活性化，

DNA分子の切断 (16)など，まだまだ応用面としてはた

くさんありそうである.食品への応用は，国内では法

律的な制約もあり，実用化に至っていないのは残念で

あるが，米国では FDAが前向きの方針を示していると

のことであり ，今後に期待できる.

さらに，広い意味でのパルスの応用として，水中の

難分解性環境汚染物質の分解・除去に，パルス放電プラ

ズマが有効であるごとがわかり 上下水・環境水処理へ

の実用化が検討されている [17-19).

ここでは，パルス殺菌に関するいくつかの報告をも

とに，いままでに明らかにされてきたことを解説する

とともに最近の話題に触れたい.
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2. 菌の不活性化メカニス、ム

2.1 パルス電界殺菌

細胞懸濁液にパルス電界を印加すると，細胞膜の両

側に細胞の直径と電界強度に比例した大きさの電位差

が生ずる.この電位差が小さいときには細胞膜の可逆

的破療が生じ，電気穿孔と呼ばれる現象，すなわち一

時的に細胞膜にあいた孔から DNAを導入することに

よって，その細胞の形質転換を行うことができる.電

位差が大きくなると，細胞膜の孔を修復することがで

きなくなり，不可逆的破壊へと移行する.この破壊が

開始する電位差を臨界電圧といい，細胞の種類によら

ずおよそ 1V程度とされている [20].

Vm=1.5aEcos8 (1) 

ここで Vmは細胞膜にかかる電位差 [V]，aは細胞半

径 [m]，Eは電界強度 [V/m]である. したがって，同

じ臨界電圧を与えるのに必要とされる印加パルス電圧

は，直径の大きな細胞では低いために殺菌しやすく，

小さい細胞ではその逆となる

パルス電界殺菌はこの膜電位差による細胞膜の不可

逆的破壊現象を利用した方法であり，それによる細胞

内容物の漏出や原形質分離能の消失が，細胞不活性化

の主な原因とされている.

2.2 活性種や衝撃波等による殺菌

直流あるいは交流を液体内に流し，電気分解に より

発生する塩素などの化学物質に よって，高いエネルギー

効率で殺菌できる.また 高電圧パルスにより発生す

る水中プラズマを利用した殺菌方法もエネルギー効率

は高いが，これらはプラズマにより発生する活性化学

種による細胞膜の酸化分解が主な殺菌機構と考えられ，

活性種の残留の可能性を考えると食品への適用は難し

Lミ[17，18]. しかし，高いエネルギー効率で菌類の処理

ができることから，下水処理への応用には適する. さ

らに，水中パルス放電による衝撃波の利用がある.水

Rectifier Resister 

や

中でスパーク放電を起こすと，瞬間的ではあるが，

1000気圧以上に達する強度な衝撃波が発生する.衝撃

波は大きな圧力変動を生じ 菌類の細胞膜を物理的に

破壊し殺菌に至る [21]. しかし，活性種ばかりでなく，

電極金属 も飛び散るため 食品に用いるためには放電

部と殺菌部を分離する必要があり，実用に至っていな

い.食品ではないが，大規模な温水排水パイプの中に

繁殖する海洋生物や有機物質の分解処理に用いられよ

うとしている.

3. パルス電源と特徴

低コストで立ち上がりのはやい高電圧パルスを簡便

に作るために， 一般にコンデンサの充放電が用いられ

る 筆者らの用いている電源装置は， Fig.1に示すよう

に，セラミックコンデンサに充電された電荷をスパー

クギャップを通して放電させる方式であり，コンデン

サ容量は 2~10 nFである パルス電圧としては最大で

30 kV，周波数は 25~400 Hzであり，パルスの立ち上

がりが約 50~500 ns，パルス幅は試料液体の電気的性

質によって異なるが 0.5~50μs である.スパークギャッ

プは簡便安価で壊れないという特徴があるが，どうし

ても騒音が問題となる 最近は半導体のスイッチング

素子を用いた装置が主流となっている. しかしながら，

パルスの立ち上がり速度が遅いという欠点があり，殺

菌操作に対する立ち上がり速度の影響を明確にする必

要が課題として残されている.立ち上がりがはやいス

イッチング素子として，サイラトロンがあるが，取り

扱いが繊細であることと，高価なためにあまり用いら

れていない.

簡易的なパルスのエネルギ一計算には，印加した電

力がすべて反応器内で消費されると見なして，コンデ

ンサに充電された電荷量から求めている.

1 ~..2 五T
u= τ CV"~ 

乙 U
(2) 

こ乙で Uは印加したJ~)l-スエネルギー(J/mLl， Cはコ

Fig. 1 Block diagram of high voltage pulse source. 
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4.2 パルスエネルギー

Fig.3で示されるように，電界強度の増加に比例して

生菌率の対数は直線的に減少する.これは他の研究者

によっても明確にされている. さらに，各線を外挿す

ると電圧印加効果の始まる電圧が存在すること，電気

エネルギーが大きいほうが生菌率の低下が大きいとい

う結果が得られている 入力パルスエネルギーを一定

にした状態で，殺菌槽の構成をいろいろ変えた結果，

生菌率には大きな影響を与えないことがわかった. Fig. 

4に示 したのは二重 らせん電極型殺菌槽の例であるが，

殺菌槽を一個，および二個を直列，二個を並列にしても，

結果としての生菌率が大きく変化していないことがわ

zo--g一伺〉-とコ
ω

10.3 

10'2 

10'4 

10" 

高電圧パルスによる微生物制御

ンデンサ容量 [F)， Vは印加電圧 [V)，fpはパルス周波

数 [Hz)， Tは処理時間 [sec]，vは処理体積 [mL)である.

しかしながら，式 (2)で求められたエネルギーには電線

やギャップの損失などを含んでおり，実測されたパル

ス電圧波形と電流波形よりエネルギーを計算すること

が望ましい.

4. 菌の不活性化に対する諸国子の影響

4.1 電界強度と菌直径

パルス殺菌の歴史は約 40年前にさかのぼる. 1967年

にSaleら [22-24)が最初にパルス電界による微生物の

不活性化を報告した それによると，同一実験条件で

も菌の種類によって死滅傾向が異なること，胞子形成

菌は死ににくいこと，不活性化に伴って大腸菌の細胞

内物質が漏れ出すことなどが示されている (Fig.2). 

筆者もそれらの傾向は実験的に確かめている .1980年

の Hulshegerらによる一連の報告 [25)で，パルスによ

る不活性化効果の数式化を提案している.加熱殺菌や

一般的な化学反応、であれば，時間経過と共に死滅ある

いは生成物の量を追いかけることができるが，パルス

の場合は休んでいる時間が長いためにその取り扱いに

問題が生ずる.そこで， Hulshegerらはパルスの印加

されている時間だけを積算して反応時間とすることに

よって実験式を提案している. しかしながら，筆者の

経験によれば，パルス幅は対象とする液体の導電率，

すなわち殺菌槽のインピーダンスによって大幅に変化

するため，これだけで整理することは難しい.

30 

Fig. 3 Reduction of survival ratio by PEF (5. cerevisiae). 
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かる [7].

佐 藤正之

4.3 リアクター内の撹梓

加熱殺菌の場合と異なり，殺菌灯の殺菌可能範囲が

表面のみに限られているように， パルス殺菌の場合は，

殺菌作用があるのはパルス電界が作用している領域に

のみに限られる.筆者らは，撹排と温度コントロール

を兼ねて，ポンプで循環する方法をとっており， Fig. 

5-(a)に示すような撹枠しない場合に較べて， Fig. 5-(b) 

{ 

' ] 

0 
:p 
co .... 
偲
〉

さ 10-4 

3 
c/) 

10 -2 

~ key 
Circulation 
flow rate 
(ml/min) 

O 

200 300 
• 10 -6 

o 100 

Energy [J/ml] 

Fig. 5 Effect of circulation flow rate to survival ratio 

(5. cerevisiae). 
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のように 40mL/minの循環でかなり改善され， Fig.5-

(c)では格段の殺菌効果の向上がみられる.

4.4操作温度

操作温度の変化は殺菌効果に大きな影響を及ぼす.

Fig.6に示すように，タンパク質の変性温度以下におい

て，菌類懸濁液試料の温度が高いほど殺菌効果が高く

なり，また逆に温度を下げるとパルス殺菌の温度依存

性がなくなる [10]. 同じ温度に加熱しただけではほと

んど死滅していないことから，パルスとの相乗効果で

あるといえる.

4.5 添加物との相乗効果

オゾンあるいは過酸化水素を微生物懸濁液に添加す

ると，添加物単体では効果がほとんどないにも関わら

ず，パルスとの相乗効果で殺菌効果に格段の向上がみ

られる [9].Fig. 7に示したよう'に，少量のオゾンの存

在により，オゾンのみでは少ない生菌率の低下が，パ

ルスとの相乗効果によって，大幅に低下する.これは，

殺菌剤によりある程度ダメージを受けた菌はパルス電

界に対する感受性が高まり，そのために殺菌効果が大

きくなることを示唆している.

4.6試料の導電率

電極は液体に直接触れているために，液体の電気的

性質が殺菌効果に大きく影響する.導電率が大きくな

ると流れる電流が大きくなり，殺菌槽のインピーダン

スが低下して電源とのミスマッチングが生じ，パルス

電圧が低下して殺菌効果が減少する.これは，殺菌槽
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Fig. 6 Synergistic effect of PEF and heating (E. coli K-12). 
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(E. coli K-12) 

の電極形状とパルス電源の容量との関係で決まるため，

一概に言 うことはできないが スパイラル形状電極を

用いた場合の結果を Fig.8に示す.図より，導電率が

およそ 4mS/cmより大きくなると，パルス電圧が 8kV

以下となり急激に殺菌効果が減少する.これより，パ

ルス殺菌の応用は対象液体の導電率によって限定され

るものと考えられるが，水道水，緑茶，オレンジジュー

スなどはいずれも 4mS/cm以下であるため問題はない.

4.7超高圧力との組み合わせ

数千気圧の圧力をある時聞かけることによって菌類

{ 
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Fig. 8 Effect of electric conductivity of liquid foods on 

survival ratio (E. coli K-12) 

の不活性化ができることがわかっている.圧力が極め

て高いため，それに比例して装置も大きくなるが，静

水圧のため危険性は少ない.最近の報告によれば，パ

ルス殺菌との組み合わせによって，それらの相乗効果

が得られている [26]. 例えば，オレンジジュースに芽

胞を懸濁し， 12 kV， 50 Hzで20分のパルス処理を行っ

た後， 700 MPaの超高圧処理を行ったところ，それぞ

れの処理単独では少なかった殺菌効果が，両者の組み

合わせによって 7桁以上の死滅率が得られている.

5.電界集中と電極形状

5.1 広く用いられている形状

液体中で放電させることなく 「高い電界強度」を生

じさせるために， 一般的には平行平板型電極が用いら

れている 平板の端部の処理には注意を要するが， 二

つの電極ではさまれた部分は電界が均ーとなり，印加

電圧を電極間距離で割った値がそのまま電界強度とな

る.Fig.9は典型的な平行平板電極を示している また，

他の研究者によっても Fig.10のように一対の平行平板

電極の聞に絶縁体を挟み きざまれた溝に液体を通す

ことによってデッドスペースをなくそうとしている言式

みがなされている [1]. 平行平板電極を丸めて円筒状に

すると， Fig. 11に示したような同軸円筒形状殺菌槽と

なり，内側と外側円筒の聞は均一電界となる [1，12].

しかしながら，これらの電極形状では殺菌のための

エネルギー効率は決して高いとはいえない.平行平板

型の殺菌槽を用いてスケールアップを狙う場合，電極

面積が増すとともにインピーダンスが低下し，パルス

が注入され難くなる. したがって，殺菌槽にかかる電

圧が低下し，その結果として殺菌効果が極端に低下す

る.唯一の解決法は，パルス電源を大型化することで

Cコ
J111111山11"1川町"川 田山田lI1lIDlIlII1 I 

to H.V.Pulse 

巴::::::::t::::ご日:茂::::i川川
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Fig. 9 Simple reactor with parallel plate e1ectrode configuration. 
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plate electrodes. 

対円筒形状あるいは高電圧とアースのワイヤーをスパ

イラル形状に巻いた殺菌槽が最も効率的であることが

示されている (Fig.13) [6，7，11].いくつか試みた電界

集中型殺菌槽に同ーの印加パルスエネルギーを加えた

場合の殺菌効率を まとめると Fig.14のようになり，上

あるが，それに伴ってコストと使用電力が増加する. 述のように，同じ印加パルスエネルギーによっても，

電界の集中によって生菌率に大きな速いが生ずること

5.2 電極形状の工夫と二重らせん電極 がわかる [11]. また，生菌率は電界集中だけではなく，

殺菌槽内の電極形状と配置によ って殺菌効果は大き 槽内の流れの状態によっても変化することがわかって

く異なる.対向する平行平板型電極のエッジ処理によっ いる.

ても多少異なるばかりでなく，針対平板形状では大幅

な生菌数の減少がみられる.鋭いエ ッジ を持った電極 out 

の方が殺菌効果が高いのは エッジ部分に電界が集中

するためと考えられる.平板対平板電極聞に小さな穴

をあけた絶縁板をはさんだ殺菌槽の特性を比較 してみ

ると，パルスの電気的特性を含めた操作条件が同じで

あれば，穴の大きさにかかわらず殺菌効果は同じにな

るはずであるが，穴の合計面積が一定の条件で，小さ

L、穴の方が殺菌効果が大きくなる (Fig.12).試料液体

の電気的性質にも依存するが，効果的殺菌のためには

電界を集中させる ことが重要である ことを示唆 してい

る [9].さらに，殺菌槽の電気的インピーダンスを大き

く低下させないために，試料液体と電極との接触面積

がなるべく小さくなるような形状が望ましく， リング Fig. 13 Spiral wire electrode reactor. 
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Fig. 14 Comparison of energy efficiency of PEF inactivation 

using some designs of reactors (E. coli K-12). 

5.3 織物電極

二重らせん型殺菌槽を使うことによ って， エネルギー

効率を大幅に改善できることがわかった. さらに，電

極間隔を極端に狭くすることによって，低い印加電圧

でも高い電界強度が得られることが予想されるため，

細い針金を細かく織った「織物電極」を作り，その特

性を求めた [8]. たて糸に電気絶縁性繊維として耐薬品

性に優れるポリエステルのモノフィラメント糸を，よ

こ糸に導電性材料としてチタン線を用いた.Fig. 15-(a) 

に結線図， Fig. 15-(b)に外観を示すように，織り上がっ

た織物電極のよこ糸に織り込まれているチタン線を 1

本ずつ交互に高電圧側とアース側に分け，それぞれ導

電性銅箔テープで結線した電極面の大きさ は3x2cm

である.織物電極は， 3X2 cmの穴の開いた 2枚のアク

リル板で挟み込み，両面にロトを接着し処理液を流し

た.試料液体 1Lをフラスコにいれ，マイクロチュー

ブポンプで流量 40~560 mL/ minで循環させながら処

理を行った.

印加電圧の違いによる殺菌効果を Fig.16-(a)に示す.

電圧の高い方が，また処理時聞が長いほど生菌率が低

下している.これらをパルスエネルギーに対してプロッ

トしたのが (b)である. 電圧の違う条件でも， 三重らせ

ん型殺菌槽の場合と同様に，装置形状が同じであれば，

牛蘭率は印加する電気エネルギーによることがわかる.

織物電極は織機の条件設定によって，よこ糸(チタ

ン線)の織り込み密度を変えることができ，これによっ

て電極間距離の異なる電極を容易に作成できることが

特徴である. Fig. 17に結果を示しており，生菌率は処

I II I 

(a) 

(b) 

Fig. 15 I1lustration (a) and photo (b) of textile electrode reactor. 
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Fig. 16 Variation of survival ratio with changing treatment time 

(a) and input energy (b) (E. coli K-12， diameter oftitan wire 0.2 

mm with 20 wires/2 cm， conductivity of liquid 0.002 mSI cm， 

liquid flow rate 160 mLlmin， sample volume 1 L) 
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理時間に伴い減少しているのは Fig.16と同様である

作製した織物電極のチタン線密度は， 14， 16， 20， 24 

本 /2cmであり，電極間距離はそれぞれ， 1.23， 1.05， 

0.80， 0.63 mmとなる.図からわかるように，電極間隔

が狭くなるにしたがって生菌率の低下が見られる.印

加しているパルス電圧は一定であり，その他の操作条

件も同じであるため，投入電気エネルギーも一定であ

る.電極間隔を狭め，電界強度を上げることによって，

殺菌効率の向上が見られ，本条件では 24本 /2cmのワ

イヤ密度の場合が最も良い結果が得られた

試料液体の流量を変えると生菌率が変化した. Fig. 

18に示すように，160 mL/min以上の場合はほとんど同

様な傾向を示したが，それより少なLν流量の 40mL/min 

では殺菌効果が低下した北島らは織物電極をモデル化

して，試料液体が低流速の場合は，電極聞の殺菌可能領

域内を通過するのに時間がかかり，その聞にパルスが複
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Fig. 17 Effect of distance between wire electrodes (E. coli K-12， 

applied voltage 9 kV， diameter of titan wire 0.2 mm， conductivity 

ofliquid 0.002 mS/cm， liquid flow rate 560 mL!min， sample 

volume 1υ. 
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Fig. 18 Effect of liquid flow rate through textile electrode 

(E. coli K-12). 

数回無駄に印加されるためとして説明している [8]

6. パルスの生物工学的応用

6.1 細胞内容物の選択的放出とタンパク質の活性回復

菌体に産生 させた有用なタンパク質は，一般的には

菌体のf妓壊の後精密な分離を行 って目 的とする物質を

得ており，操作が煩雑で、あるばかりでなく，収量，コ

ストの点で問題が残されている.パルス電界によって

菌体細胞膜をその強度がコ ン トロールされた状態で破

壊すると，細胞中の細胞膜に近い場所に蓄えたれたタ

ンパク質は，細胞の内容物がでるパルス強度に達する

前に放出される したが って，目的に応じて遺伝子組

換えを行った後，パルス電界により放出させると，目

的のタンパク質だけを選択的に放出させることができ

る [13，15].

酵素を長期間利用しようとする場合には，時間とと

もに徐々に活件が低下してしまう現象が問題である.

タンパク質の立体構造は比較的容易にゆがみ，変形し

て活性を失うと考えられる.パーオキシダーゼを 77
0

C

で加温だけした場合の残存酵素活性と， 77
0

Cで加温し

ながら 13.3kV /cm， 50 Hzのパルス電界を 72秒断続的

に印加した場合の残存酵素活性を比較すると，パルス

電界を 印加しない場合には酵素活性は徐々に減少 し，

100分後には 55%にまで減少したのに対し，パルス電

界を印加した場合には活性の減少が大幅に抑制されて

おり， 100分後でも 80%以上の活性が残存 していた.

この結果よりパルス電界が酵素の失活防止に効果的だ

と考えられる [14].

7. まとめ

パルス殺菌は古く は 40年も前に基本的研究がスター

卜している. しかし，そのころは積層型の大きなコン

デンサを用いていたため，研究を進めるための装置的

制約が大きかったものと考えられる. 20年前あたりか

ら高耐圧で信頼性の高いセラミックコンデンサが広く

市販されるようになって，高電圧極短パルス技術の応

用が身近なものとなった.ここ数年，世界的に多くの

報告がみられるようになったが，エネルギー効率に関

する検討は数少なく，まだ実用化にはいま 一歩の感が

ある.今後， 一層の工学的検討を期待したい.
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